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Uros Mihic is a designer who works with paper, giving it three-dimensional form
through precise folds that give rise to unusual origami objects, some accordion-like and
large, as in his model of Milan’s cathedral. Today he is in the studio of Caterina Crepax,
amid paper objects of such different form that they might be made of another medium.
There are gauzy gowns, lavish with detail, and mannequin-like busts –one that rises out
of a two–tiered city, with streets encircling a head that opens up, hollow. For just a
moment, their contrasting styles might preclude a joint project. But that swiftly
evaporates with the talk of craft: Mihic is intrigued by how Crepax processes the paper to
achieve such forms and textures, while she is fascinated by his precision.

“Caterina and I both see paper as a simple material that is very versatile,” says Mihic.
“This vision unites us in spite of our different professional paths.” In the coming days, he
sketches a series of objects –atypical boxes– that start with the hexagonal grid of
origami. Together they develop a sophisticated execution technique since the objects are
relatively simple in volume. Both agree that the joint project has gone really well. “I’m
creating a product I’ve never done before,” says Mihic, “and Caterina is applying
established techniques in a new, innovative way.” Crepax thinks the paper boxes express
their two natural inclinations: “They are modular geometric structures that can be
combined in a free and creative way,” she says. “It’s been an unpredictable, stimulating
meeting.”
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Uros Mihic はセルビアで生まれ、イタリアミラノを拠点としているデザイナーである。

建築を学んだ彼は折り重ねることで幾何学的構成を造り出す日本のアートである折り紙
に情熱を注ぐ。
熟練した建築家でもある彼は、形と構成への情熱を様々なパターンの作品へとむけてい
る。
2次元の限界を超え ３次元のストラクチャーを生み出す。
彼が造り出したい形に見合うカラー、厚さ、鮮やかさを考え、作品の要となる折り紙を
注意深くチョイスする。

彼がユニークなマテリアルで造り出すデザインはミニマルな美しさが印象的だ。

各々の折り紙は新しい星の誕生を思わせる小宇宙のよう。

イタリアの著名な家具ブランドやアパレルなど 様々なブランドとコラボレーションして
いる。



  

WORK

折り紙で造り出す彼の世界観はモダンで紙で作られたとは思わせない精巧な作り。
公園の木々や日々の生活、絵画などからインスパイアを受けて表現された彼の作品は全て
ハンドメイドで製作されている。

何十色ものカラーとサイズ / デザインの組み合わせは計り知れない。



  

WORK

シンプルなフォルムにノンカラーのナチュラルな紙を使用したペーパーブックオーナメント
は洗練された雰囲気を醸し出す。

スタイリッシュなカラーとシルエットはニュアンスに富む。



  

WORK

繊細なディテールが上品な雰囲気のペーパーオブジェは 彼の細かい正確な手作業が際立つ。
ミニマルなシルエットが美しいスタイルが 他のインテリアとのバランスも絶妙。



  

WORK

ビビットなカラーがエレガントなスタイルはファッションのエレメントも含んでいるか
のようだ。

様々なカラーやデザインなどを使った多面的なフォルムは 異なった世界を表現できる。



  

WORK

シックなカラーが美しいペーパーブックスカルプチャー。
シンプルながらもデザイン性に富んだデザインは サイズにボリュームをもたせても上品に
魅せる。

左から) SINGLE 20 cm : ¥33,400-  /  DOUBLE 20 cm : ¥39,480-  
　　　  DOUBLE 40 cm : ¥60,800-  /  TRIPLE 60 cm : ¥85,000-  
　　　  TRIPLE 30 cm : ¥57,800-



  

WORK

単色で造り出されるジオメトリックなオブジェは 折り紙と思わせないモダンな装いが美しい。
シーンを選ばないアーキテクチュアルなシルエットが絶妙。

 DOUBLE 20 cm : ¥39,480-
　



  

WORK

ディスプレイのアイキャッチャーになる存在感のあるオブジェは 様々なカラーを使うことで
華やかな雰囲気に。
モダンなスタイルにもポイントカラーとなるデザインが特徴。

 左から) SINGLE 20 cm : ¥33,400-  /  TRIPLE 30 cm : ¥57,800-
　　　   DOUBLE 40 cm : ¥60,800-  /  DOUBLE 20 cm : ¥39,480-
　　  　 TRIPLE 30 cm : ¥57,800-



  

WORK

エレガントなカラーが美しいオブジェは 様々なスペースのエレメントとしても魅力的。
日本らしい落ち着いた雰囲気も感じさせる。

  TRIPLE 30 cm : ¥57,800- 



  

WORK

古書を使用したスカルプチャーは シンプルで飾り気のないミニマルなデザイン。
私たち日本人が想像する折り紙のスタイルを一新する。

 左から) DOUBLE 20 cm : ¥39,480-  /  TRIPLE 30 cm : ¥57,800-
　　　   



  

10 cmSINGLE PAPERBOOK SCULPTURE 

OEM1

20 cmSINGLE PAPERBOOK SCULPTURE 

20 or 40 cmDOUBLE PAPERBOOK SCULPTURE 

30 or 60 cmTRIPLE PAPERBOOK SCULPTURE 

※サイズ / カラー等OEMを承ります。以下のサイズ以上のものなどもご対応できますので都度お問い合わせください。

OEM

OEM

OEM

2

3

4



  

WEB STORE

弊社では、御見積もりをウェブ見積もり管理システムで対応させていただいていま
す。ホームページから簡単にご登録いただける便利なツールです。

www.iig-interior.com

1. ホームページ右上 My page より各項目を入力いただけます

2. 営業日 2-3 日以内にパスワードをご登録いただいたメールアドレスにお送りさせて
いただきます。

3. パスワードが届いた後、サイド上記ホームページの My page より ID パスワードを
ご入力いただくと御社入れ納品価格（下代）が各商品に表記されています。

4. 御見積 在庫確認されたい商品は、各商品詳細ページから簡単にご依頼いただけま
す

5. 後日弊社営業担当から御見積書と在庫譲許のご連絡をメールでお知らせさせていた
だきます



  

STEP. 1
まずは、メールかお電話にて、弊社大阪事務所まで、お問い合わせ下さい 

STEP. 2 ヒアリング
お電話・メール・もしくは直接お会いして、ヒアリング致します
インテリアスタイルや、家族構成、趣味、ご予算等お聞きします
ご準備頂くもの （平面図 / パーズ等イメージ / 造作図面 / 家具・照明等、スペック表）等

STEP. 3 コーディネートプラン / お見積り作成ご予算・ヒアリングを元に、プランを作成致します
＊通常、作成に 2-3 週間ほどお時間を頂いております ( プランは無料となります )
 プランの規模や、時期等にもより異なります 都度ご確認下さい
 基本、弊社取り扱い商品にて、 PLAN させて頂きます。
 商品は、掛け売りにてお渡しさせて頂きます。通常掛け率 65 ％ ＊一部対象外有り

STEP. 4 お打ち合わせ / 決定
プランを元に最終のお打ち合わせを行います。ご希望に沿わない場合は
修正も致します

STEP. 5 納品 / セッティング
ご希望日に合わせて、商品をお送り致します場合により、弊社にてスタイリングも可能です
詳しくは、お問い合わせ下さい

MOODA SOAME の小物を使った コーディネートのご提案

ヒアリングの上、パースや図面ご予算を元に、トータルでコーディネート提案致します。
世界各国からセレクトしたこだわりのインテリア小物 . デザイン家具 . ヴィンテージ家具など
を多数とりそろえ、他にはないコーディネート、また様々なテイストのインテリアコーディ
ネートが可能です。
住宅展示場 , マンションモデルルーム ,ホテル ,商業施設にいたるまで、幅広いニーズにお応
えします。

＊コーディネート料金は無料 詳しくはお問い合わせ下さい



  

お問い合わせ先 

株式会社 MOODA SOAME

TOKYO 107 0062 東京都港区南青山 3.10.17 2F TEL.03 6447 4855   

OSAKA 550 0014 大阪市西区北堀江 1.23.9 TEL 06 6536 4680
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